
歯科医療機関名
電話番号
(0964-　）

訪問歯科診療実施
の有無

1 宇土市 旭町 中村歯科医院 23-3721 ○
2 宇土市 網津町 平冨歯科 25-0918 －
3 宇土市 岩古曽町 すぎもと歯科 22-5432 ○
4 宇土市 古保里町 森歯科医院 23-5155 ○
5 宇土市 栄町 村上歯科医院 23-5070 －
6 宇土市 下網田町栗林 おうだ歯科医院 27-1230 ○
7 宇土市 城之浦町 森一歯科・矯正歯科医院 22-0441 ○
8 宇土市 善導寺町 近藤歯科・矯正歯科 53-9038 －
9 宇土市 高柳町 熊本パール総合歯科クリニック宇土院 53-9898 ○
10 宇土市 高柳町 八木歯科医院 22-4182 ○
11 宇土市 定府町新屋敷 田中歯科医院 23-3788 ○
12 宇土市 本町 松本歯科医院 22-0275 ○
13 宇土市 南段原町 久保田歯科医院 23-2830 ○
14 宇土市 門内町 浦田歯科医院 23-0711 －
15 宇城市 小川町江頭 西山歯科医院 43-2151 ○
16 宇城市 小川町江頭 前崎歯科医院 43-1655 〇義歯のみ
17 宇城市 小川町小川 真田歯科医院 43-2431 〇
18 宇城市 小川町河江 ハニー歯科 43-2020 －
19 宇城市 小川町北新田 ひがしだ歯科医院 34-6111 〇
20 宇城市 小川町南新田 山崎歯科医院 43-4333 －
21 宇城市 小川町江頭 鎌田歯科クリニック 27-5880 ○
22 宇城市 不知火町 杉村歯科 32-5010 －
23 宇城市 不知火町高良 みよし歯科医院 32-1778 －
24 宇城市 不知火町永尾 不知火歯科医院 42-3406 －
25 宇城市 豊野町巣林 もとまつ歯科クリニック 45-3310 ○
26 宇城市 豊野町山崎 とよだ歯科医院 45-3344 ○
27 宇城市 松橋町浦川内 吉永歯科医院 32-5801 ○
28 宇城市 松橋町きらら かねこ歯科クリニック 25-2518 －
29 宇城市 松橋町きらら きららデンタルクリニック 31-0099 －
30 宇城市 松橋町久具 丸田歯科医院 33-6400 －
31 宇城市 松橋町豊福 大久保歯科クリニック 33-5226 ○
32 宇城市 松橋町松橋 大森歯科医院 32-0438 －
33 宇城市 松橋町松橋 緒方歯科医院 32-0127 ○義歯のみ
34 宇城市 松橋町松橋 河野歯科医院 32-0123 ○
35 宇城市 松橋町松橋 冨屋歯科医院 32-5150 －
36 宇城市 松橋町曲野 ながはま歯科 32-3458 －
37 宇城市 松橋町曲野 右山歯科クリニック 32-0313 －
38 宇城市 松橋町南豊崎 河合歯科医院 33-5353 －
39 宇城市 松橋町両仲間 宇城きずな歯科医院 42-9977 ○
40 宇城市 三角町中村 みすみ歯科クリニック 34-2001 ○
41 宇城市 三角町波多 下石歯科医院 53-1578 －
42 宇城市 三角町波多 立山歯科医院 52-2133 ○
43 宇城市 三角町三角浦 なかの歯科医院 53-0660 －
44 宇城市 松橋町豊福 こども総合療育センター 32-1143 －
45 美里町 三和 南部歯科医院 47-2110 〇
46 美里町 永富 宮崎歯科医院 47-0300 〇
47 美里町 菅野 渡辺歯科医院 46-2627 〇
48 美里町 洞岳 ともち未来病院 48-0211 〇
49 美里町 中小路 くまもと温石病院 46-3000 〇

　　　宇土郡市歯科医師会事務局（☎０９６４－２３－３７８８　田中歯科医院内）

　　　下益城郡歯科医師会事務局（☎０９６４－３２－５８９３　吉永歯科医院内）

※かかりつけ歯科診療所がない場合は、下記のところへご連絡ください。近辺の訪問可能な歯
科診療所を御紹介します。

宇城圏域の歯科医療機関名簿一覧

※訪問歯科診療の申込者の全身及び口腔内状態や、各医療機関の体制等により、訪問診療を
受け入れることができない場合もあります。

※各診療所における訪問可能な時間は異なり、訪問歯科診療申込者の希望通りにいかないこと
もあることを、御了解ください。

住　　　所
（アイウエオ順）

（平成29年4月現在）　　


